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○調査・設計委託の公表対象は１００万円を超えるものにしております。 

 

○本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更

することがあります。 

 

○発注時期は、以下の区分けをしています。 

第１四半期：４～６月  第２四半期：７～９月 

第３四半期：10～12月  第４四半期：１～３月 

 

○予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のと

おり表示してあります。 

●印：用地取得中、■印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中 

 

 

 

この公表資料は、大阪府環境農林水産部ホームページ 

（http://www.pref.osaka.lg.jp/kannosomu/nyusatujyoho/index.html）においても 

ご覧になれます。 

   ※この公表資料とは別に、臨時に発注予定工事を公表することがあります。 
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令和５年度 環境農林水産部所管 発注予定調査・設計委託（４月公表分） ＜４月１日以降発注予定＞

課題 新規

1 保安林管理台帳等整備（５）業務 ⼤阪市住之江区ほか 建設コンサルタ
ント 保安林管理台帳等整備 ⼀式 第２四半期 ４ヶ⽉ 森づくり課 電⼦⼊札 新規

2 盛土規制法に基づく基礎調査（５）業務 大阪市住之江区ほか 建設コンサルタ
ント 基礎調査 一式 第１四半期 ６ヶ月 森づくり課 電子入札 新規

3 堺第７－３区 ⽔準測量（２０２３）  測量業務 堺市⻄区築港新町４丁  測量 3級⽔準測量L=19.8km 現況測量 ⼀式 第２四半期 ４ヶ月 循環型社会推進室 電子入札 新規

4 堺第７－３区 排⽔施設改修実施設計業務 堺市⻄区築港新町４丁 建設コンサルタ
ント 排⽔路改修設計 ⼀式 第２四半期 ５ヶ⽉ 循環型社会推進室 電⼦⼊札 新規

5 下荘漁港海岸 基本設計委託 阪南市箱作地内 建設コンサルタ
ント 基本設計 一式 第１四半期 ７ヶ月 水産課 電子入札 新規

6 淡輪漁港海岸 基本設計委託（  ２） 泉南郡岬町淡輪地内 建設コンサルタ
ント 基本設計 一式 第２四半期 ５ヶ月 水産課 電子入札 新規

7 ⼤阪府中央卸売市場電⼒量計取替⼯事監理業務 茨⽊市宮島⼀丁⽬ 設備監理 設備改修⼯事 係 ⼯事監理業務 第１四半期 ９ヶ月 中央卸売市場 電子入札 ▲ 新規

8 ⾼⼭地区境界測量（５）業務 豊能郡豊能町⾼⼭ 測量 境界測量 ⼀式 第１四半期 ７ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 新規

9 深谷池実施設計（５）業務 箕面市粟生新家 建設コンサルタ
ント ため池改修実施設計 ⼀式 第１四半期 ５ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 新規

10 ⼭村池測量（５）業務 豊能郡能勢町宿野 測量 現地測量他 ⼀式 第１四半期 ３ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 新規

11 山村池基本設計（５）業務 豊能郡能勢町宿野 建設コンサルタ
ント ため池改修基本設計 ⼀式 第１四半期 ５ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 新規

12 ⼭村池地質調査（５）業務 豊能郡能勢町宿野 地質調査 地質調査 ⼀式 第１四半期 ３ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 新規

13 大池基本設計（５）業務 茨木市宿久庄 建設コンサルタ
ント ため池改修基本設計 ⼀式 第１四半期 ５ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 新規

14 今⼾排⽔機場実施設計（５）業務 ⾼槻市道鵜町５丁⽬ 建設コンサルタ
ント 電気設備実施設計 ⼀式 第１四半期 ８ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 新規

15 第二前島排水機場実施設計（５）業務 高槻市前島３丁目 建設コンサルタ
ント 電気設備実施設計 ⼀式 第１四半期 ８ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 新規

16 ⼆料地区  治⼭施設点検診断（５ 効果促進）業務 ⾼槻市⼆料地内  建設コンサルタ
ント 治⼭施設点検診断 ⼀式 第１四半期 ７ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 ▲ 新規

17 倉垣地区治⼭  設計等（５ 森林防災）業務 豊能郡能勢町倉垣地内 建設コンサルタ
ント 治⼭  ⼯（１基）設計 森林現況調査 ⼀式 第１四半期 ５ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 ▲ 新規

18 如意⾕地区治⼭  設計等（５ 森林防災）業務 箕面市如意谷地内 建設コンサルタ
ント 治⼭  ⼯（１基）設計 森林現況調査 ⼀式 第１四半期 ５ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 ▲ 新規

番号 (1)名称 (2)履⾏場所 (3)委託種別 (４)入札方
式

(11)備考
(5)委託概要 (6)発注時

期 (7)期間 (8)発注事務所・課 (9)入札方
法

(10)変更
事項
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19 新稲地区治⼭  設計等（５ 森林防災）業務 箕面市新稲地内 建設コンサルタ
ント 治⼭  ⼯（１基）設計 森林現況調査 ⼀式 第１四半期 ５ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 ▲ 新規

20 ⼭内地区  森林危険情報   作成（５ 森林防災）業
務 豊能郡能勢町山内地内 建設コンサルタ

ント 森林危険情報   作成 ⼀式 第２四半期 ５ヶ⽉ 北部農 緑 総合事務所 電子入札 ▲ 新規

21 淀川左岸⽔路２期調査設計（５）業務 ⼤阪市、⼤東市 建設コンサルタ
ント ⽔路⼯機能診断 基本設計 ⼀式 第１四半期 ７ヶ月 中部農と緑の総合事務所 電子入札 ▲ 新規

22 ⽟串川２期実施設計（５）業務 ⼋尾市⼭本町北 建設コンサルタ
ント ⽔路⼯実施設計 ⼀式 第１四半期 ８ヶ⽉ 中部農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 ▲ 新規

23 拾六個地区家屋調査（５）業務 東⼤阪市三島⼀丁⽬他 補償コンサルタ
ント 家屋調査 13棟 第１四半期 ７ヶ月 中部農と緑の総合事務所 電子入札 ■ 新規

24 拾六個2期地区測量（５）業務 東⼤阪市南鴻池⼆丁⽬他 測量 測量 L=1.8km 第１四半期 ８ヶ⽉ 中部農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 ■ 新規

25 拾六個2期地区実施設計（５）業務 東⼤阪市南鴻池⼆丁⽬他 建設コンサルタ
ント ⽔路⼯実施設計 ⼀式 第１四半期 ８ヶ⽉ 中部農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 ■ 新規

26 ⼤壺池測量（５）業務 枚⽅市尊延寺 測量 測量 ⼀式 第１四半期 ７ヶ⽉ 中部農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 ■ 新規

27 大壺池地質（５）業務 枚方市尊延寺 地質調査 地質調査 一式 第１四半期 ７ヶ月 中部農と緑の総合事務所 電子入札 ■ 新規

28 大壺池実施設計（５）業務 枚方市尊延寺 建設コンサルタ
ント ため池実施設 一式 第１四半期 ７ヶ月 中部農と緑の総合事務所 電子入札 ■ 新規

29 船橋川井堰測量（５）業務 枚⽅市北⼭⼀丁⽬ 測量 測量 ⼀式 第２四半期 ６ヶ⽉ 中部農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 ■▲ 新規

30 船橋川井堰実施設計（５）業務 枚⽅市北⼭⼀丁⽬ 建設コンサルタ
ント 井堰実施設計 一式 第２四半期 ６ヶ月 中部農と緑の総合事務所 電子入札 ■▲ 新規

31 下田原地区ほか治山施設点検調査（５・効果促進）業務 四條畷市下田原地内ほか 建設コンサルタ
ント 治山施設点検調査 一式 第１四半期 ８ヶ月 中部農と緑の総合事務所 電子入札 新規

32 ⻘⾕地区治⼭  設計(５ 森林防災)業務 柏原市⻘⾕地内 建設コンサルタ
ント 治山ダム設計 1基 第２四半期 ４ヶ月 中部農と緑の総合事務所 電子入札 ■▲ 新規

33 寺地区     作成等（４ 森林防災）業務 交野市寺地内ほか 建設コンサルタ
ント 森林現況調査 1地区 森林現況   作成 1地区 第３四半期 ４ヶ月 中部農と緑の総合事務所 電子入札 新規

34     園地園路改修設計（５）業務 四條畷市逢阪地内 建設コンサルタ
ント 園路改修設計 ⼀式 第１四半期 ３ヶ⽉ 中部農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 新規

35 北河内地区近畿⾃然歩道改修設計(５）業務 交野市倉治地内ほか 建設コンサルタ
ント 自然歩道改修設計 一式 第１四半期 ３ヶ月 中部農と緑の総合事務所 電子入札 ▲ 新規

36 広域農道岩湧地区５詳細設計業務 河内⻑野市⽇野 建設コンサルタ
ント 詳細設計 一式 第１四半期 １０ヶ月 南河内農と緑の総合事務所 電子入札 ■▲ 新規



課題 新規

番号 (1)名称 (2)履⾏場所 (3)委託種別 (４)入札方
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(11)備考
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法

(10)変更
事項

37 南河内地区ため池耐震診断（５）業務 南河内郡太子町山田 建設コンサルタ
ント ため池耐震診断 一式（１箇所） 第２四半期 ３ヶ月 南河内農と緑の総合事務所 電子入札 新規

38 南河内地区ため池堤体地質調査（５）業務 南河内郡太子町山田 地質調査 地質調査 一式（ため池１箇所） 第２四半期 ３ヶ月 南河内農と緑の総合事務所 電子入札 新規

39 深溝井堰地区実施設計（５）業務 富⽥林市錦織東 建設コンサルタ
ント 頭首工実施設計 一式 第１四半期 ８ヶ月 南河内農と緑の総合事務所 電子入札 新規

40 狭⼭２･３号幹線⽔路基本設計（５）業務 堺市美原区・東区 建設コンサルタ
ント ⽔路⼯基本設計 ⼀式 第１四半期 ７ヶ⽉ 南河内農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 新規

41 滝畑ダム堆砂測定（５）業務 河内⻑野市滝畑 測量

貯⽔池 横断測量
    貯⽔池深浅測量 ５側線（⽔中部分）
 河川定期横断測量 ８側線（地上部分）
 堆砂量計算⼀式

第３四半期 ４ヶ月 南河内農と緑の総合事務所 電子入札 新規

42 滝畑地区ほか治⼭施設点検（５・効果促進）業務 河内⻑野市滝畑地内  建設コンサルタ
ント 治山施設点検診断 一式 第１四半期 ５ヶ月 南河内農と緑の総合事務所 電子入札 新規

43 天⾒地区  治⼭施設点検（５ 効果促進）業務 河内⻑野市天⾒地内  建設コンサルタ
ント 治山施設点検診断 一式 第１四半期 ５ヶ月 南河内農と緑の総合事務所 電子入札 新規

44 中津原地区治⼭  設計（５ 森林防災）業務 南河内郡千早赤阪村中津原
地内

建設コンサルタ
ント 治山ダム工（１基）設計 一式 第２四半期 ４ヶ月 南河内農と緑の総合事務所 電子入札 ■ 新規

45 ⽇野地区治⼭  設計（５ 森林防災）業務 河内⻑野市⽇野地内 建設コンサルタ
ント 治山ダム工（１基）設計 一式 第２四半期 ４ヶ月 南河内農と緑の総合事務所 電子入札 ■ 新規

46 中津原地区  森林現況調査等（５ 森林防災）業務 南河内郡千早赤阪村中津原
地内ほか

建設コンサルタ
ント 森林現況調査 １地区 森林危険情報    ３地区作成 第２四半期 ５ヶ月 南河内農と緑の総合事務所 電子入札 新規

47 加賀⽥地区⼭腹⼯設計（５・府単）業務 河内⻑野市加賀⽥地内 建設コンサルタ
ント 山腹工 一式 第１四半期 ３ヶ月 南河内農と緑の総合事務所 電子入札 ▲ 新規

48 平⽯地区  利⽤者安全対策設計（５）業務 南河内郡河南町平石地区ほ
か

建設コンサルタ
ント 利⽤者安全対策⼯設計 ⼀式 第１四半期 ２ヶ⽉ 南河内農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 ■ 新規

49 泉佐野地区パイプライン実施設計（５）業務 泉佐野市日根野 建設コンサルタ
ント パイプライン実施設計 一式 第２四半期 ６ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

50 泉佐野地区境界測量（５）業務 泉佐野市⽇根野 測量 基準点測量 ⼀式   境界測量 ⼀式   路線測量 ⼀式 第２四半期 ８ヶ⽉ 泉州農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 新規

51 原⼭台⻑池基本設計（５）業務 堺市南区原⼭台 建設コンサルタ
ント ため池基本設計 一式 第１四半期 ６ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

52 原⼭台⻑池地質調査（５）業務 堺市南区原⼭台 地質調査 ため池地質調査 ⼀式 第１四半期 ４ヶ⽉ 泉州農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 新規

53 原⼭台⻑池測量（５）業務 堺市南区原⼭台 測量 基準点測量 ⼀式
現地測量 ⼀式 第１四半期 ４ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

54 高津池基本設計（５）業務 堺市中区上之 建設コンサルタ
ント ため池基本設計 一式 第１四半期 ６ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規



課題 新規
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55 高津池地質調査（５）業務 堺市中区上之 地質調査 ため池地質調査 一式 第１四半期 ４ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

56 ⾼津池測量（５）業務 堺市中区上之 測量 基準点測量 ⼀式
現地測量 ⼀式 第１四半期 ４ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

57 ⾚禿池・藪池実施設計（５）業務 堺市⻄区草部 建設コンサルタ
ント ため池実施設計 一式 第２四半期 ６ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

58 ⾚禿池・藪池地質調査（５）業務 堺市⻄区草部 地質調査 ため池地質調査 ⼀式 第２四半期 ４ヶ⽉ 泉州農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 新規

59 神須屋今池実施設計（５）業務 岸和田市神須屋町 建設コンサルタ
ント ため池実施設計 一式 第１四半期 ６ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

60 神須屋今池地質調査（５）業務 岸和田市神須屋町 地質調査 ため池地質調査 一式 第１四半期 ４ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

61 神須屋今池測量（５）業務 岸和⽥市神須屋町 測量 基準点測量 ⼀式
現地測量 ⼀式 第２四半期 ４ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

62 泉州地区ため池堤体地質調査（５－１）業務 堺市・和泉市 地質調査 地質調査一式（ため池１５箇所）
土質試験一式 第１四半期 ６ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

63 泉州地区ため池堤体地質調査（５－２）業務 岸和田市・貝塚市 地質調査 地質調査一式（ため池１４箇所）
土質試験一式 第１四半期 ６ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

64 泉州地区ため池堤体地質調査（５－３）業務 泉佐野市・泉南市・阪南市・
泉南郡岬町 地質調査 地質調査一式（ため池１０箇所）

土質試験一式 第１四半期 ６ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

65 泉州地区ため池耐震診断（５－１）業務 堺市・和泉市 建設コンサルタ
ント ため池耐震診断一式（１５箇所） 第１四半期 ８ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

66 泉州地区ため池耐震診断（５－２）業務 岸和田市・貝塚市 建設コンサルタ
ント ため池耐震診断一式（１４箇所） 第１四半期 ８ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

67 泉州地区ため池耐震診断（５－３）業務 泉佐野市・泉南市・阪南市・
泉南郡岬町

建設コンサルタ
ント ため池耐震診断一式（１０箇所） 第１四半期 ８ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

68 小末代井堰基本設計（５）業務 堺市 建設コンサルタ
ント

機能診断 一式
基本設計 一式 第2四半期 ６ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

69 ⼩末代井堰測量（５）業務 堺市 測量 現地測量 ⼀式 第2四半期 ３ヶ⽉ 泉州農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 新規

70 大木地区ほか治山施設点検診断（５・効果促進）業務 泉佐野市大木地内ほか 建設コンサルタ
ント 治山施設点検診断 160基 第１四半期 ７ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

71 蕎原地区  森林現況調査（５ 森林防災）業務 貝塚市蕎原地内ほか 建設コンサルタ
ント 森林現況調査 ⼀式 第２四半期 ５ヶ⽉ 泉州農と緑の総合事務所 電⼦⼊札 新規

72 ⼟丸地区  森林危険情報   作成（５ 森林防災）業
務 泉佐野市土丸地内ほか 建設コンサルタ

ント 森林危険情報   作成 ⼀式 第２四半期 ７ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規



課題 新規

番号 (1)名称 (2)履⾏場所 (3)委託種別 (４)入札方
式

(11)備考
(5)委託概要 (6)発注時

期 (7)期間 (8)発注事務所・課 (9)入札方
法

(10)変更
事項

73 蕎原地区治⼭  設計（５ 森林防災）業務 貝塚市蕎原地内 建設コンサルタ
ント 治山ダム設計 ２基 第３四半期 ４ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

74 箱作地区治⼭  設計（５ 森林防災）業務 阪南市箱作地内 建設コンサルタ
ント 治山ダム設計 ２基 第３四半期 ４ヶ月 泉州農と緑の総合事務所 電子入札 新規

75


